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としまち研会報
街みちネット主催
見学・交流会の報告

としまち研ホームページがリニューアル！

2 月 8 日（木）
、街みち
ネット（密集市街地情報
ネットワーク）の第２１
回見学・交流会が開催さ
れました。
▲講演する関事務局長
「千代田区神田周辺エ
リアにおける地域の価値向上と産業・コミュニ
ティの活性化に係る取り組み」をテーマとして、
としまち研も“神田東松下町の３棟のコーポラ
ティブハウスを中心とした地域再生への取り組
み”について紹介させていただきました。
講演後は、まち歩きで東松下町にも来ていた
だき、COMS HOUSE・桜ハウス・こはすの
３棟と、東松下町計画・再開発事業に関する建
物を見学しました。
（としまち研事務局 関 真弓）

今年度、総務広報部会では「としまち研
HP の見直し」を目標の１つに掲げ、活動
してきました。各部会の活動内容を把握し
やすいようにレイアウトを見直すと共に、
古くなったコンテンツも随時更新中です。
目玉としては、一定時間経過すると画像
が切り替わるスライダーを導入しました。
百聞は一見にしかず。どんな風になった
のか、是非ご覧いただきたいと思います。
共同建替え、コーポラティブハウス、マ
ンション再生などに関してお困りの方がと
しまち研の HP をご覧になり、としまち研
に相談したい！と思って貰えるように、こ
れからも随時更新していく予定です。
（としまち研理事 五十嵐 一博）
▽としまち研の HP はこちら▽

http://www.tmk-web.com/
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おいらのまち
発行

NPO 都市住宅とまちづくり研究会

理事会

東松島市あおい地区再訪
東日本大震災から 7 年が経過しました。『日本一住みやすいまち』をめざしている東松島市あおい地
区に三浦史郎さんと行ってきました。昨年 8 月の訪問から７か月ぶりですが、少し残っていた空き地に
も住宅建設が行われていました。この７か月の間に、災害公営住宅の集合住宅で孤独死した方がおられ
たとのことで、まちづくり協議会の役員をやっていた集合住宅（７７戸）にお住いの姉妹を訪問しました。
姉妹は元気に地域活動をしていますが、孤独死された方は、あまりご近所とはお付き合いのない方だっ
たとのことでした。でも、みなさん心配されていたようです。孤独死は、いまや日本中の問題ですので、
としまち研としても真剣に勉強していきたいと思いました。
あおい地区会では、見守り活動を本格化させること、４２０坪くらいの畑を借りて秋には子供たちが
中心になって収穫祭をやること、など相変わらず元気な取り組みをしています。

としまち研
各部会・委員会の次回開催予定

通常総会のご案内

コーポラティブハウス部会

４月１９日（木）

人と暮らし部会

４月２０日（金）

マンション再生部会

４月１０日（火）

総務広報部会
災害復興まちづくり支援委員会 ４月１３日（金）
としまち研会員の方であれば誰でも参加できま
す。また、部会で取り上げて欲しい内容、勉強会
等がありましたら、事務局までお知らせください。

ねてこれからの取り組みなどのお話を聞きました。
写真の若い女性は、震災時 11 歳（小 5）でしたが、大変な経験をし、

としまち研の第１８回通常総会を下記に
より開催いたします。
会員の皆様は奮ってご参加いただきます
ようお願いいたします。

今も仲良しの友達とともに、各地に行って「震災の語り部」をやってお
られるそうです。右の男性は、まちづくり協議会で役員をされていた彼
女のお爺さんですが、お爺さんからはまちづくりの具体的な話は聞いて

記
日時：平成３０年５月２４日（木）
午後 6 時３０分より
（終了後は懇親会を行います）
場所：としまち研会議室
次第：4 月の理事会を経て、準備ができ次
第、案内をお送りします。

編集後記
桜が咲くなか雪が降り、何事かと思えば今度は汗ばむほど暑くなり…気候が非常に不安定なように
感じられます。四季の国である日本も、未来はどのようになってしまうのか…そんな事を考えて小さ
な不安を感じてしまう昨今です。
さて、としまち研のホームページが徐々に改修されていますが、会員の皆さまもとしまち研ホーム
ページをご覧になった際、「こんなところが不便だった」「ココはこうだったら良いのに」そんな感想
がございましたら、些細な事でも是非ご連絡下さい。皆さまからのご意見・ご感想をお待ちしており
ます。
（としまち研事務局 竹内 房弥）
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 33 COMS HOUSE２階
TEL : 03-5207-6277 FAX : 03-5294-7326
E-mail info@tmk-web.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tmk-web.com/
Facebook https://www.facebook.com/toshimachiken/
皆さまからのご意見、ご感想をお待ちしております。
（４）

なお、市役所の生活再建支援課は組織改編で今月末でなくなるとのことで、同課職員の難波さんを訪

としまち研の現在の会員数
正会員 63 人 賛助会員 31 人
編集発行人 五十嵐 一博
事務局担当 竹内 房弥

いないとのことでしたので、としまち研発行の記録本をプレゼントしま
▲記録本をお渡ししました

した。

その後、野蒜のカキ小屋で焼き牡蠣をたっぷり食べた後に、被災した２つの鉄道駅も移転し、小学校
もできた野蒜ケ丘の新しい住宅地を視察して、帰途につきました。

おいらのひとりごと

（としまち研理事長 杉山 昇）

『おいらのひとりごと』はとしまち研会員によるリレー形式のエッセイです。

『東京オリンピックはゆっくり観戦できるかしら』 神中 力
もう先月になりますか、平昌オリンピックの中継を見ながら、この時ばかりは愛国心丸出しで日本選
手を応援しました。男子フィギュアスケートの決勝は午前からお昼過ぎにかけてでした。土曜日の開催
でしたので良かったものの、平日だと羽生選手の感動の金メダル獲得シーンを観損なったかもしれません。
韓国との時差はないはず…ということは…、次回の東京開催時もライブ観戦は難しい？
ご存じのとおり、東京オリンピックは真夏の 8 月に開催されます。既に東京オリンピックの放映権も
北米、ヨーロッパを中心に買われているようで、きっと人気競技は早朝、深夜が中心となるでしょうから、
日本選手でも時間を調整したりとかで大変になるでしょうかね。私らも根性入れて観戦しないと。
年がばれますが、前回 1964 年の開催時には、甲州街道沿いにずらっと並んで ( 並ばされて ) 旗を振っ
てマラソンを応援しましたが、炎天下の応援は、現代の子どもたちにはちと厳しいかも。折角、東京開
催なのに、貴重な思い出にならない…なんてことがないといいですね。
ちなみに、その前年の 2019 年には RWC が開催されますよ。皆さんお忘れなく ( 元ラガーマンもどき )
※次号の『ひとりごと』は五十嵐 一博さんです。お楽しみに。
（１）
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一木会ご報告 （原則、毎月第一木曜日に行う勉強会・交流会です）
☆第 2７０回一木会（２０１８．２．１）

約 2 年前に、東日本大震災
前の地域の営みを記録したド
キュメンタリー映画「波伝谷に
生きる人びと」の短編上映と解
説をしてくださった我妻和樹
監督。今回は続編として、大
震災後の経過を記録した新作
「願 い と 揺 ら ぎ」の 映 像 を ま
じえながら、前作から 12 年
間に渡る活動を通して感じた
苦悩や成果などをお話しいた
だきました。

☆第 2７１回一木会（２０１８．３．１）

株式会社耐震設計 代表取締
役の岡田和広氏に「マンショ
ンの耐震化のススメ」という
テーマで、マンションの耐震
化が急激に進んでいる理由や、
熊本地震から学ぶこと、そし
て、マンションの耐震化のた
めに、まず何をするべきかな
どを、過去の震災での実例を
参考にしながら、大変分かり
やすくお話をしていただきま
した。

今後の一木会予定
☆４月（４月５日）
【第 2７２回一木会】
テーマ：
「
“すまい”に魅せられて ～これまで・今・これから～」
ゲスト：中島明子 氏（NPO すみださわやかネット理事長
和洋女子大学名誉教授・和洋女子大学総合研究機構特別研究員）
☆５月（５月１０日）
【第 2７３回一木会】
テーマ：
「
（仮）キリマンジャロ ～生涯登山の記念に～」
ゲスト： 松本達広 氏（元建設会社役員）

ウインズタウン稲毛海岸壱番館の大規模修繕工事を終えて
築１９年のウインズタウン稲毛海岸壱番館、その第１回大規模修繕工事が
本年１月末日に竣工しました。思いおこせば、２０１６年の８月に行った、
現地の確認と管理組合のヒアリングから始まりました。
当時は、管理組合としてもコンサルを入れるか決めきれなく、中には、コ
ンサルは不要（意味が無い）とおっしゃる方もいたようです。契約までの間
また契約後も短期で実施したい管理組合と、スケジュールに異を唱える担当
▲装い新たな壱番館
（私）との板挟みにあっている事務局を気の毒に思いつつも、なんとか元々の工事開始予定時期に間に
合わせるよう業務をこなしました。
終わってみれば、計画時の工事内容や工法の合意、施工会社の選定については、管理組合だけでは到
底不可能なことで、コンサルを採用してよかったとのお言葉をいただいています。
工事が始まってからも、管理組合との連絡を密にとりつつ、現場を滞りなく進めることができました。
施工会社の尽力もありますが、調整を中心に対応する事務局と、現場を中心に対応する担当がうまく機
能したことが要因かと思います。
工事監理についても、管理組合だけでは見きれるものではないことを理解していただき、十分満足い
ただけたかと思っています。
その後、長期修繕計画策定業務の契約を結び、今後は年間を通したコンサ
ルティングのような契約を結べないかと相談を受けており、よい形で進展で
きたのではないかと思っております。
また、一般的な修繕コンサルとはひと味違う形かもしれませんが、としま
ち研の良さを出しながら満足いただけるコンサルディング（もちろん工事の
出来もいい状態です）ができ、新しい形が見いだせたかと感じています。
▲外壁色のアクセントも好評！
（としまち研理事 成田 至弘）
（２）
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人と暮らし部会、意見交換会を行いました
2 月 7 日 ( 水 ) の人と暮らし部会では、国土交通省国土技術政策総合研究所
の長谷川洋氏より「住宅確保要配慮者の居住支援に向けた取り組みの可能性」
をテーマとして、政策などについてお話しいただき、意見交換を行いました。
高齢単身世帯の大幅な増加、若者・子育て世帯・ひとり親世帯の低収入化、障
がい者・外国人・生活保護受給世帯の増加などを背景として、昨年、
「住宅セーフ
▲意見交換会の様子
ティネット法」が大きく改正されました。一方、大量発生している空き家を有効活用
することで、様々な世帯が確保しやすい住宅の増加が期待されており、支援制度が整備されています。
各都道府県では、入居に係る情報提供や相談、見守りなどの生活支援等を行う法人を「居住支援法人」
として指定し、支援活動に対する補助を行うことができるようになっています。
長谷川さんのお話の後、としまち研で取り組んでいる「西早稲田シェアハウス」や「つながりのいえ（コ
ミュニティハウス）構想」などの紹介も交えて意見交換を行い、今後、「居住支援法人」も視野に入れ
て検討を進めていくことになりました。
（としまち研事務局 関 真弓）

「アリシア鳩ヶ谷：川口市里地区の共同化事業」についての勉強会
1 月２３日（火）のコーポラティブハウス部会におきまして、株式会社 象地
域設計取締役 江國智洋氏と、同社の木下龍郎氏を講師にお招きして「アリシア
鳩ヶ谷」の勉強会を開催しました。
「アリシア鳩ヶ谷」は、平成２年にスタートした里地区土地区画整理事業に伴
い、なかなか移転が進まない住民を中心として、鳩ヶ谷駅近くの工場跡地を取
▲江國氏と木下氏
得し、集約換地による共同建替え事業として計画されました。
その後、地権者住宅以外の保留床の販売が、折からの工事費高騰などの影響もあり、非常に苦戦しま
した。一時は事業が挫折しそうになったものの、換地した土地の一部を処分したり、区画整理内の道路
計画も見直すなどの粘り強い調整、交渉と計画により、あらためて希望する地権者の共同建替え事業に
よるコーポラティブハウスとして完成されました。
約８年近くの取り組みの中で、幾度となく困難な状況を迎えながらも、諦めることなく、柔軟な発想
により新しい展開を検討し、先行きが見えない住民の立場に寄り添いながら、当計画を完成にまで導い
た姿勢と粘り強さに、見習うところをたくさん感じた勉強会でした。 （としまち研副理事長 島田 信弘）

おいらのくらし

『おいらのくらし』はコーポラティブハウス入居者によるリレーエッセイです。

寺の境内地に１００年の定期借地権を設定し、化学物質を排除した建材のみを使い、「１４戸
の共同住宅を併設した寺院」という企画。
としまち研のお力も借りて、実現して８年目になります。大名の菩提寺として江戸以来の歴史
があるものの、経済的には成り立たない小規模な寺を、今後も持続できる形で再建したいという
のが檀信徒の願いでした。
私たちの仲間で守っている山の、無垢の木材を使用し、アレルギーや過敏症の人でも安心でき
る住まいを寺の土地に建てることで、単なる個人資産ではないコミュニティの社会資本として、
夢とともに未来につなげていく志あるコーポラティブを実感しています。
この空間の気持ちよさをとくに感じてくれる、環境、自然農業、市民参加などに関心のある人
やグループが集うようになっています。
そしてこのケミカルフリーな環境の効果も、少なからずあると私は思っていますが、入居後に
生まれた５人を含め、子どもたちの成長も楽しみな毎日です。
（スクワーバ見樹院 大河内 秀人）
（３）

